
■「川端康成少年のエピソードを巡るウォー
クが10月にあります。僕もガイドします！
　　　　　　　　　　　   （石童子君）

■インタビューをしてみて、意外と小説を読む
学生が多いなと感じました。また、それぞれ
好きな小説家さんがいて熱く語ってくれた
のが嬉しかったです。私もこの夏、オススメ
してくれた作品の中から1冊読んでみよう
と思います！　　　　　　　　 　（ミナミ）

■この夏35度以上の日が続いており、既に
感覚が麻痺してしまっており、時々テレビ
から「今日は32度になってます」と聞くと、
なぜか涼しいと感じてしまっており、もはや
私がいるのは赤道直下?　　（おやびん）

■川端康成の掌の小説を買いました…まだ
読んでいません　　　　　　  （ようよう）

■茨木のまちに川端康成氏のメモリアルポ
イントがこんなにあるというのは驚き…

（TAD）

茨木市観光協会　http://www.ibaraki-kankou.or.jp/

観光協会事務局
などで配布予定です

●●●●●●●●●●●●●●まちで楽しもう！イベント情報
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いばらき観光ウォーク 

〒567-0888 茨木市駅前4-6-16  茨木市市民総合センター2階　茨木市観光協会宛　メール w-info@ibaraki-kankou.or.jp

いばらき観光ウォ
ーク

茨木市観光協会の窓口で登録できます。

■観光協会　電話：０７２-６４５-２０２０
■HP：http://www.ibaraki-kankou.or.jp/

年会費2,000円で茨木
市内の約70店舗で特典
サービスが受けられるフ
レンド会員カード。

いばらき観光大使が
決定いたしました！

新家 理子さん

　第46回いばらきフェスティバルより１年
間「いばらき観光大使」として、茨木市の
PRを行っていただくお二人が決定いたしま
した。これから様々なイベントに参加してい
ただく予定です。応援よろしくお願いします。

長濱 京香さん

第10代

ニイナエ    リ  コ ナガハマ    キョウカ

■歩程距離 ： 約７km
■参加費 ： 300円（観光協会会員は200円）
■応募締切 ： 2018年9月21日（金）

JR総持寺駅から総持寺、総持寺遺跡、
太田茶臼山古墳､新屋坐天照御魂神
社などを巡るコースです

JR総持寺駅開業
記念コース
2018年9月29日（土）

9月

■歩程距離 ： 約8km
■参加費 ： 300円（観光協会会員は200円）
■応募締切 ： 2018年11月16日（金）

大門寺、大念
寺、阿為神社
（蹴鞠鑑賞）、将
軍塚古墳などを
巡るコースです

紅葉の大門寺と
藤原鎌足ゆかりの
地を巡る（蹴鞠鑑賞）コース
2018年11月23日（金・祝）

11月

■歩程距離 ： 約10km　■定員 ： 80名
■参加費 ： 300円（観光協会会員は200円）
■応募締切 ： 2018年10月19日（金）

豊川小、川端家墓地、川端康成文学館
や茨木高校など川端康成のゆかりの地
をめぐるコースです

茨木市制施行70周年記念・
川端康成コース
2018年10月28日（日）

10月
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発行者/一般社団法人 茨木市観光協会　会長  山野　寿

茨木市駅前4-6-16 茨木市市民総合センター2F　TEL.072-645-2020
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■ 入場無料
■ 問合先 ： 茨木市観光協会
　　　　　（TEL：072-645-2020)

出典：田主 誠氏
「川端少年の
歩いた道」より

豊臣秀吉が好んで茶の湯に使ったと
される「黒井の清水」にちなんだイベン
ト。お抹茶と主菓子を召し上がってい
ただくお茶席や、同じ水を使った喫茶
コーナーやお楽しみ抽選会、茨木の
物産品即売会などもあります。

2018年10月20日（土）・21日（日）
場所：茨木神社

黒井の清水大茶会
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豪華制作スタッフで映画化が実現

みんなで作る映画！

制作費の一部は寄附金（クラウドファンディング）で集めています！
［ お礼の品の内容 ］
● 制作支援メンバーへの登録及び公式サイトへお名前を掲載.
● 監督及び出演者からの感謝状を進呈
● 制作支援メンバー限定の特別パンフレットを進呈 など
募集期間：2018年10月末まで ※詳細は、ホームページにて

スケジュール
2018年夏 撮影
2018年秋 作品完成、映画祭出品 ほか
2019年　 全国公開

茨木市を舞台にした映画「葬式の名人」が現在制作中
です。これは、川端康成の名作群を原案にした映画で、8
月中旬まで撮影を実施、来年に全国公開を予定してい
ます。今回は、茨木と川端康成のつながりを特集します！

　今回の映画化は、茨木市制施行70周年の記念
事業の一環。周年記念事業を模索していた市の担
当者が、茨木高校出身の脚本家、大野裕之さんに
相談したことがきっかけだそう。川端康成をテーマに
した映画制作の提案があり、話が進んだのだとか。
大野さんは、ミュージカルや映画などの脚本家、プロ
デューサーで、様々な賞も受賞しています。日本アカ
デミー賞を受賞された方など、そうそうたる顔ぶれの
制作スタッフが集結し、制作が進んでいます！

茨木が生んだノーベル文学賞作家
川端康成の傑作が原案
　茨木市の名誉市民であり、日本人初のノーベル文学賞作家、川端康成。
その名作群をモチーフにした、笑いのなかにほろりと胸を打つストーリーになっ
ています。康成が茨木で過ごした少年時代の話「十六歳の日記」や、茨木中
学時代（現在の府立茨木高校）の思い出を描いた「師の棺を肩に」「少年」、
魔界とも評される川端ワールドを堪能できる異色作「片腕」など、数々の名作
を散りばめたオリジナルストーリーによる群像コメディ。康成の独特な世界観
が映画としてどのように描かれるのか、いまから完成が楽しみですね！

右から監督の樋口尚文さん、福岡洋一市長、
脚本家の大野裕之さん

茨木市立川端康成文学館所蔵 随筆
「私のふるさと」直筆原稿

※全て予定

　高校時代の同級生の通夜。そこに集まったメンバーが体験したの
は、これまでに見たことも、聞いたこともない奇想天外な通夜だった。
卒業から10年の時を経て、フシギな通夜が笑いとともにあぶり出す、
失われた友情、果たせなかった愛…などを描く。

Story葬式の名人

［監督］ 樋口　尚文　［プロデューサー］ 榎　望　［脚本］ 大野　裕之

茨木という現実世界の空間に「夢」を送り込んだ人たちがいます。
それは一人の熱情から始まり、その熱情はときに「わがまま」と批判されることもあります。
しかし、現実世界に生まれた一人の夢は、やがて茨木の未来を切り拓くのかもしれません。
茨木のために夢を具体化してきた人たちをご紹介したいと思います。

　橋本健二氏はそれまで大阪楽座事業や茨木
美術環そして自身の設計事務所でのライブ企画
などに関わってきました。
　彼は住宅設計や商業空間の設計が仕事。そ
の仕事場である事務所は元茨木小学校の校舎
を移築した建物という環境で、そこで生み出す空
間には家具・食器などさまざまなプロダクトデザイ
ンがあります。その中にカーデザインも…（と、ここ
から本題に近づく）。
　今から10年ほど前、関西ではあまりカーショー
が無いな、それも古い車のと思った。

　だったら自分でカーショーを創ろうと思い立ち、
市役所にひとりで交渉に行ったがその時はまっ
たく相手にされなかったらしい。そこで雑誌で見た
地元の車屋さん「ジャンクヤード」にカーショーの
相談をしたところ快く受け入れてくれて、2011年
に第１回目が開催できた。
　それからのヴィンテージカーショーは回を重ね、
今年第8回を迎える。今ではその準備のほとんど
をジャンクヤードが受け持ってくれているそうだ。
　橋本氏は毎年開催して思うことがある。子ども
達が個性豊かな車を見て目がキラキラと輝き楽

しそうにしている、
その顔を見ると
本当に開催して
よかったと思う。そして、子ども達の目が輝くデザ
インを自分自身が生み出していかなければならな
い、と。
　「茨木ヴィンテージカーショーをもっと地元に根
付かせて、求心的なイベントにしていきたいです
ね。茨木の文化人の一人として」
そう語ったときの発想人間・橋本健二の長い髪
が、風に……ゆれなかった。

夢を創った人たちの記

今回の“夢を創った人”
「茨木ヴィンテージカーショー」を創った　発想人間　橋本 健二（はしもと けんじ）さん
大阪工業技術専門学校建築科卒業　元・茨木小学校を移築した倉庫にて橋本健二設計事務所設立。1級建築士 1959年茨木市生まれ。

応募締切日までにハガキ、またはメールにて代表者の郵便番号、住所、氏名、電話
番号、参加人数、希望コースをお書きの上、下記宛先までお送り下さい。

茨木ゆかりの川端康成先生を偲び、作品朗読とゆか
りの地などを映像で紹介。作品に流れる美しい日本
の自然と心、茨木の穏やかな風土を語り継ぐための
基調講演や地元高校生との座談会。

2018年11月25日（日） 午後2時開演
場所：茨木市市民総合センター
　　　 センターホール

茨木市制70周年記念 シンポジウム
文化探訪 川端康成とふるさと茨木

■ 奉茶式 ： 午前9時（20日のみ）
■ 野点 ： 20日午前9時30分～午後4時
　　　　 21日午前10時～午後4時
■ お茶代 ： 500円（お抹茶と創作主菓子、抽選券付き）
■ 問合先 ： 茨木市観光協会（TEL：072-645-2020）

オール茨木ロケで制作中！
映画

「葬式の名人」 

茨木市の
各所で撮影が行われたよ！
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康成氏は登校拒否？
　今回の特集は川端康成氏ということで、
氏の幼少期の逸話を紹介します。康成氏
は1899（明治32）年6月14日に大阪市内
で生まれますが、この年、後に彼が通うこと
になる豊川尋常高等小学校が創立されて
います。氏は3歳から宿久庄の祖父母のも
とで育てられますが、かなりの過保護であっ

たと言われています。1906（明治39）年に
小学校への入学式をむかえますが、生徒
100人、父兄関係者100人という大勢の
人々を初めて目の前にして泣きそうになっ
たということです。学校も休みがちで、今で
言う登校拒否の状態だったそうです。後に
その当時のことを「落花流水」の中で「人

なかに出るのがいやで、私は学校を休みが
ちだつた。ところが、村々で児童の出席率
の競争があつて、誘ひ合せて登校する習は
しだつたから、子供たちがそろつて押し寄せ
て来ると、私の家では雨戸をしめ、老人と私
の三人が片隅にひつそりとすくんでゐた。子
供たちが声を合せて呼んでも答へなかつ
た。子供たちは悪口雑言し、雨戸に石を投
げ、楽書きをした。」
　しかしながら、小学校の図書館の本は全
部読みきるという、のちの小説家としての下
地はつくられていたようです。
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川端家墓地川端家墓地

八阪神社八阪神社

　竹藪の中にある川端家だけの墓地。
代々庄屋の川端家は村人の共同墓地とは
離れた場所に専用の墓地を持っていまし
た。ここだけは康成も手放せませんでした。

村の児童たちは、ここに
集まってから集団登校す
ることになっていました。

虎谷書店と
堀書店
虎谷書店と
堀書店

敷島湯敷島湯

中学生が借金？
　当時は日用品でもツケ払い、盆と
暮（年末）に清算する習慣だったの
で、康成も本屋には多額の借金があ
り、書店の前は遠回りしていたとか。

風呂屋が好き！
　４年生から寄宿舎生活、でも舎内で
入らず歩いてすぐの敷島湯（廃業）に
通ったとか。近くの日吉座の旅芸人も
来ていたことを俳句に詠んでいます。
「五月雨や湯に通いゆく旅役者」が雑
誌に掲載された康成少年の句です。

康成の旧跡康成の旧跡

豊川小学校豊川小学校

夏の昼寝場所は？　
　祖父の家にある大きな庭石
の上で昼寝、読書は木斛の
木の枝でしていたそうです。

茨木高校茨木高校

入学式で名前を呼ばれた時、
はじめて自分の名前を知ったんだって！
　家では「ぼんぼん」と呼ばれていたそうです。

登校拒否だった低学年、でも最後は？
　ちなみに欠席日数は1年生69日、2年生20日、3年生15日、4年生63日、5
年生1日そして6年生では0日　偉いね！

成績は？　４年生からは全学科「甲」でした。さすが

豊川小学校から2人の名誉市民！
　豊川村は現在の茨木市と箕面市にまたがった校区で、小野原から通って
いた笹川良一は箕面市の、宿久庄の川端康成は茨木市の名誉市民となりま
した。二人は同級生、笹川良一の父と川端康成の祖父は囲碁仲間でした。

入学試験発表で勘違い？
　茨木中学校では成績順に上から名前が書い
た紙が張り出されました。でも康成少年は一番
上を確認せず、ずうーっと下へ目を向けて自分
の名前がないのでガッカリ。茨木川の土手で
寝っ転がっていたら友人が「川端君おめでとう」
と１番上にあったのを教えてくれたそうです。

通学で丈夫な身体に！
　毎日、通学は往復10km以上を歩き健康にな
りました。また校則で「校内は裸足」なのでニワト
リ学校と呼ばれていた茨中です。

大宅壮一の方が有名！
　康成の3学年下の大宅壮一は月刊誌「少
年倶楽部」「少年世界」などに作文等を投稿、
毎月のように入選し、懸賞のメダルや賞品を
貰っていました。

茨木市立
川端康成文学館
茨木市立
川端康成文学館
［住　　所］ 上中条2丁目11-25
［電　　話］ 072-625-5978
［開館時間］ 午前9時～午後５時
［休  館  日］ 火曜日､祝日の翌日
　　　　    12月28日～翌年1月4日
［入 館 料］ 無料

虎谷書店（上）
と堀書店（下）

×
茨木

川端康成
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豊川1丁目

極楽寺

宿川原

豊川尋常高等小学校時代
（現・豊川小学校）

大阪府立茨木中学校時代
（現・府立茨木高校）
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episode
川端康成が小中学校時代を過ごした宿久庄は、
今でも当時の風景があちこちに残っています！

知られざる

4
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インタビュー特集！ 

「好きな小説家は誰ですか？」

郡山宿本陣 8

http://syumi-do.xyz/

学生と茨木市と企業の架け橋を目指す
立命館大学の学生メディア。

　こんにちは、Syumirun!です。今回は立命館大

阪いばらきキャンパスの学生に好きな小説家を

突撃インタビューしてきました！皆さんは好きな小

説家はいますか？イマドキの学生は人気でドラマ、

映画化されている池井戸潤さんや、東野圭吾さ

んなど、様々な小説家の名前を挙げてくれました！

そんなインタビュー内容を写真付きで記事にした

ので、是非お手元の携帯でQRコードから読み

取って読んでみてください。この猛暑を涼しい部

屋で本を読みながら乗り切りましょう！
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